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朝の登校から、学習、清掃、部活動、家庭学習、その他みなさんの日常生活はどうですか。学年集会

や朝礼、学活などでも注意を喚起していますが、登下校時の交通マナーやヘルメットの未着用、廊下、

校舎周辺でのゴミの散乱、周囲の人に迷惑をかける行為など規範意識のゆるみが見られます。義務教育

は、中学校の卒業とともに終了します。社会人として通用できるしっかりとした土台を作りましょう。 

いよいよ１１月に入りました。これまで、体育大会や合唱コンクール、文化発表会などの大きな行事

が終わり、自分自身を振り返ることのできる時期です。将来のこと、生活や学習を振り返り、自分の良

さや改めるところを気づき、今後の行動に生かしていきましょう。 

相楽地方中学校秋季新人大会（陸上相楽地方中学校秋季新人大会（陸上相楽地方中学校秋季新人大会（陸上相楽地方中学校秋季新人大会（陸上9/299/299/299/29、他の競技、他の競技、他の競技、他の競技10/610/610/610/6・・・・7777）及び文化系の表彰）及び文化系の表彰）及び文化系の表彰）及び文化系の表彰 

ソフト 男子 団体 優   勝    陸上 男子１００ｍ  第３位 平井 雄真   

テニス     個人 優   勝 花原 遼祐 浦井 大樹    男子２００ｍ  第１位 吉田 朋矢   

   準優勝 田中  秀佑 久芳 和己    男子１１０ｍＨ 第３位 吉田 朋矢   

   第３位 澤田 直希 中西  輝    男子走幅跳 第２位 笹本 永久   

    松尾 大輝 岩前 大輝    男子４×１００ｍＲ 第１位 吉田、平井、中尾、笹本 

  女子 団体 準優勝      女子１００ｍ 第１位 米倉 美里   

      個人 優   勝 深見恵莉子 落部優里香    女子８００ｍ 第１位 荒平 詩織   

  女子１年生の部 準優勝 江崎愛深 佐名 愛衣    女子１００ｍＨ 第３位 村上 萌子   

バドミン シングルス 準優勝 新村 大樹      走高跳 第２位 吉田 咲花   

トン男子 ダブルス 優勝 氏本 雄己 松村 篤志    走幅跳 第３位 米倉 美里   

    準優勝 遠藤 凌摩 加藤 駿    砲丸投 第２位 吉田 咲花   

剣道 男子団体の部 優勝        女子４×１００ｍＲ 第３位 荒平、三浦、米倉、石田 

  男子個人上級の部 優勝 上栫 純大  卓球 男子団体の部 優勝   

  男子個人下級の部 優勝 武田 怜大    男子個人の部 優勝 松本恵太 

  女子団体の部 優勝       女子団体の部 準優勝   

  女子個人の部 優勝 宮本 理央      女子個人の部 第３位 大草 紅音 

    第３位 富  有沙    バスケットボール女子 準優勝   

 第６３回社会を明るくする運動作文コンテスト 優秀作品  椎名 奏     藤 奈都乃 

 第４３回 ジュニアオリンピック結果（10／27・28 横浜）  

 江川暢人   100ｍ準決勝進出    ４×100ｍリレー   準決勝進出 

 山城地方中学校駅伝大会結果 （10／20 南山城村高山ダム周辺駅伝コース） 

 ◎男子 １９位（４２チーム出場） タイム １時間６分９秒   ◎女子  １０位（３８チーム出場）  タイム ４５分２５秒 

 第１２回「こすもす杯」中学生英語暗唱大会（府立嵯峨野高校主催） 予選突破 本選出場  松山 蒼 

 高円宮杯 第６４回全日本中学校英語弁論大会 京都大会 第２位 中西健多朗   ＊11月30日 東京で行われる全国大会に出場 

 第１８回中学生英語スピーチコンテスト(京都学園高等学校主催)   優秀賞    松山 蒼 

 第５回 直弼杯将棋大会（彦根教育委員会主催） 小中学生Ｂクラス  優勝  山倉 有貴 



 アンケート結果から                 

【ＰＴＡバザーのお礼】【ＰＴＡバザーのお礼】【ＰＴＡバザーのお礼】【ＰＴＡバザーのお礼】バザーへの物品提供及び当日、多数のご参加ありがとうございました。おかげを持ちまし

て収益金は37,665円となりました。今後、子どもたちのために有効に活用したいと考えていきます。    

【精華町ＰＴＡスポーツ大会】【精華町ＰＴＡスポーツ大会】【精華町ＰＴＡスポーツ大会】【精華町ＰＴＡスポーツ大会】    

１ 日 時 平成２４年１１月２３日（金・祝）午前９時００分～ 

２ 会 場 本校グランド（雨天：体育館） 

３ 内 容 キックベースボール（雨天：ドッヂビー） 

    

【文化教室】【文化教室】【文化教室】【文化教室】    

１ 日 時 平成２４年１２月１日（土）午前９時３０分～１２時３０分頃 

２ 場 所 本校 特別教室 

３ 内 容 ３講座（クリスマスリース 季節の寄せ植え スクラップブッキング）  

           

                  ＰＴＡよりのお知らせ                

     

 

 

現在、６名の方の申込みをいただ

きました。練習日は7日（水）と14日

（水）を予定しています。 

10／24に案内を配布し

ました。みなさんのご参加

をお待ちしています。 

日 曜

 

各   種   行   事   等  日 曜

 

各   種   行   事   等 

1 木 

安全点検日、児童虐待防止推進月間  

15 木 

45×６（３年は５） 

１年道徳（5･7組以外）  ３年保育実習（２･３校時・3/4組） 

「華のまち画廊」作品展示開始（１１月末日まで）  ３年進路面談④ 

2 金 ３年道徳（１校時・３組以外）※３組は授業  

16 金 

エコの日 45×６（３年は５） 

3333    土土土土    

剣道山城練習大会（体育館）  ３年保育実習（２･３校時・5/6組） 

精華町小中文化交流会合同練習（終日）  ３年進路面談⑤、１年企業訪問 

精華台小学校学校公開（8:50～12:30）  18181818    日日日日    せいか祭り 

4444    日日日日    精華ﾏﾗｿﾝ  

19 月 

45×６  ALT来校（30[金]までﾞ）   生徒総会（６校時） 

5 月 朝礼  放課後学習会①    放課後学習会③ 

6 火 

精華町小中文化交流会  20 火 防災学習（火災）６校時 

学級委員会（放）→冊子とじ→議案書討議の説明  21 水 45×６  部活動停止（11/26[月]ﾏﾃﾞ） 

7 水 

国際理解学習（１年）２校時１～４組・３校時５～７組  

22 木 

45×６ 清掃無 

相楽地方中学校音楽交流会（３年３組出場）  日本バドミントンジュニアグランプリ（仙台）馬場 

8 木 45×５＋研究授業 部活動無(朝練可) 清掃無  

23232323    金金金金    

勤労感謝の日、精華町ＰＴＡスポーツ大会（会場：精華西中） 

9 金 委員長会議・学級委員会（放）  日本バドミントンジュニアグランプリ（仙台）馬場 

12 月 

人権の日 45×６（３年は５）、人権学習（１・２校時）                  日本バドミントンジュニアグランプリ（仙台）馬場 

３年進路面談①、放課後学習会②  

26 月 

２学期中間ﾃｽﾄ① 

13 火 

45×６（３年は５）、人権学習（１・２校時）作文  ◇学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(13:00～15:00) 

３年進路面談②  

27 火 

２学期中間ﾃｽﾄ② 部活動再開 最終下校16:30 

14 水 

45×６（３年は５） ３年保育実習（２･３校時・1/2組）  ｽﾄｰﾌﾞ搬入（清掃時） 

３年進路面談③ 委員長・学級委員会（放）総会リハーサル  28 水 人権学習（１・２校時）学級内発表 

 今回のアンケー

ト結果から多くの

項目で前回を下回

りました。学校と

して、この結果を

真摯に受け止め、

今年度の教育目標

「知性を磨き、豊かな「知性を磨き、豊かな「知性を磨き、豊かな「知性を磨き、豊かな

心を持つ、たくましい心を持つ、たくましい心を持つ、たくましい心を持つ、たくましい

生徒の育成」生徒の育成」生徒の育成」生徒の育成」の実現

に向け、教職員が

一丸となって邁進

したいと考えてお

ります。今後とも

ご支援とご協力を

お願いします。 

２１年度 ２２年度

２３年度

(１学期)

２３年度

(２学期）

２４年度

(１学期）

1 生徒は楽しく学校へ行っている。 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3

2 生徒は自分なりに目標をもって学校生活を送っている。 3.0 3.0 3.0 3.2 3.0

3 生徒は気持ちのよいあいさつをしている。 2.7 2.7 2.7 2.9 2.8

4 生徒は学習の基礎基本的な内容をおおむね理解している。 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0

5 生徒は学習に積極的に参加している。 3.0 2.9 3.1 3.1 3.0

6 生徒は学校行事に積極的に参加している。 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4

7 生徒は部活動に積極的に参加している。 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4

8 生徒は学級の仲間や友達を大切に考えている。 3.5 3.3 3.4 3.5 3.3

9 生徒は命や人権を大切に考えている。 3.5 3.3 3.5 3.4 3.3

10 生徒は自分の健康や安全を大切に考えている。 3.3 3.2 3.4 3.4 3.3

11 学校は、教科の学習で基礎基本になる内容を身につけるよう工夫努力している。 3.0 2.8 2.8 3.1 2.8

12 学校は、生徒のよさを伸ばし、やる気を出すようにしている。 3.0 2.7 2.6 2.8 2.6

13 学校は、生徒の気持ちや悩みを理解しようとしてくれている。 3.0 2.6 2.6 2.8 2.6

14 学校の施設や設備は、安全で有効なものになっている。 3.2 3.0 2.8 3.0 2.8

15 学校内は整理整頓されていて、生徒が学びやすい環境になっている。 3.2 3.0 2.9 3.0 2.8

16

学校の教職員は来校者（保護者や地域の方）や電話での連洛・問い合わせに対し

て、気持ち良いあいさつや丁寧な話し方をしている。

3.5 3.3 3.3 3.4 3.2

17

学校は、通信・懇談・参観・公開・ホームページなどで、教育方針や教育活動、生徒

の様子を分かりやすく伝えている。

3.2 2.9 2.9 3.1 2.9

保護者アンケート　　　項　目


